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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣  イノシシ 

計画期間   平成２７年度～平成２９年度 

対象地域  静岡県焼津市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（平成２５年度） 

鳥獣の種類 

被害の現状 

被害品目 
被害数値 

被害面積 被害金額 

イノシシ 

果樹 

イモ類 

野菜 

 工芸作物（茶） 

  合 計 

207ａ 

176ａ 

83ａ 

18ａ 

484ａ 

1,019千円 

937千円 

1,691千円 

230千円 

3,877千円 

 

（２）被害の傾向 

山間地の集落では以前から被害が発生していたが、近年では里山やその周辺

農地にもイノシシが出没するようになり、被害件数、被害金額ともに年々増加

傾向であり、個体数も増えていると推測される。 

被害は通年にて発生しており、特に夏から秋にかけて被害が多く、被害作物

は柑橘、野菜、イモ類など収穫時期や作物の成長に合わせ、多岐にわたってい

る。また、茶園やミカン畑の幼木・園地の掘り起し、石垣の損壊被害等も深刻

である。毎年の被害調査では、年度によって被害量に大きな変動があるが、平

均してまとめると増加傾向にある。耕作放棄地などイノシシが生息しやすい環

境が増えているなど、被害の更なる増加、拡大が懸念される。 

農業被害の他に、法面や道路肩の崩落等の被害も目立ち、集落内への侵入も

頻繁に目撃されており、周辺住民への人的被害の発生も懸念される。 

 

（３）被害の軽減目標 

指針 
現状値（平成２５年度） 目標値（平成２９年度） 

被害品目 被害面積 被害金額 被害品目 被害面積 被害金額 

イノシシ 

果樹 

イモ類 

野菜 

工芸作物(茶) 

合 計 

207ａ 

83ａ 

176ａ 

18ａ 

484ａ 

1,019千円 

937千円 

1,691千円 

230千円 

3,877千円 

果樹 

イモ類 

野菜 

工芸作物(茶) 

合 計 

186ａ 

75ａ 

158ａ 

16ａ 

435ａ 

917千円 

843千円 

1,522千円 

207千円 

3,489千円 

※捕獲圧強化及び各種防除事業により、現状値（H25）より 1 割減を目標とする。 



 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 
従来講じてきた 

被害防止対策 
課題 

捕獲等に関

する取組 

 

・地域を熟知した狩猟者団体等

への業務委託などによる捕獲

を実施。 

・本計画に基づく捕獲を実施し

た捕獲者に対し、実績に基づ

いて捕獲報奨金を支払い捕獲

圧の向上を実施。 

・地域住民によるわなの見回り

協力の実施。 

・イノシシの行動範囲が広いこ

とを勘案し効果的駆除のため

、近隣の藤枝市や静岡市と時

期を同じくしての広域的な駆

除を実施。 

・本市または焼津市鳥獣被害防

止対策協議会において捕獲資

材（箱わな等）の購入し、捕

獲者へ貸出することで捕獲を

促進。 

・捕獲の担い手である猟友会員 

の高齢化や減少により、今後

の捕獲活動停滞への懸念。 

・捕獲鳥獣の地域資源としての 

活用の可能性の研究。 

防除等に関

する取組 

・生産者による電気柵やフェン

ス・ネット設置等の防除事業

に対する資材費への助成支援

。 

・リーフレットの配布などにて

耕作放棄地や薮等の刈り払い

や防護柵設置など鳥獣が農作

物などに近寄り難くする対策

の必要性や方法を啓発。 

・各々の生産者や住民により鳥

獣害に対する意識の差。 

・耕作者の高齢化や農産物価格

・所得の低迷による生産意欲

の低下により、中山間地域に

おける耕作放棄地（無対策地

）の増加。 

・防護柵設置等の対策は、個々

の実施にとどまっており集 

落全域に亘る広範囲での効 

果的、根本的な対策に至って 

いない。 

 



 

 

（５）今後の取組方針 

 年々増加する鳥獣による農林業に係る被害を地域の問題として、焼津市鳥

獣被害防止対策協議会を中心（核）として地域ぐるみでこの問題に取り組み

、有害鳥獣を寄せ付けない集落づくりを重点とし、下記の取り組みにより被

害軽減を目指す。 

 焼津市では被害防止計画を更新するにあたり、計画終了年度の被害軽減目

標を現状値から約10％減の3,489千円、435aとする。 

 

 ○焼津市鳥獣被害防止対策協議会での連携 

  ・生産者、ＪＡ、狩猟者、地域住民、農業委員会等と被害情報等の情報共

   有 

・上記関係者が連携し一体となった取り組み 

○被害状況の把握 

  ・生産者団体等と連携した生産者への鳥獣被害アンケート調査の実施と

被害防止対策への活用 

 ○鳥獣の習性について理解を深める 

  ・住民参加の現地研修会や講演会の開催 

  ・生産者や住民に対しリーフレットなどの配布 

 ○地域の取り組みを支援 

  ・地域懇談会の開催などによる地域を主体とした取り組みへの合意形成 

  ・地域住民が主体となった有害鳥獣を寄せ付けない集落づくり 

  ・生産者が自ら狩猟免許を取得し、鳥獣害対策に取り組むことを促す 

 ○耕作放棄地等、鳥獣が好む環境の減少を図る。 

  ・耕作放棄地の再整備 

  ・隠れ場所となる薮や落下果実等の除去の指導 

 ○効果的な電気、防護柵の設置 

  ・防護柵等設置の推進 

  ・効果的で正しい防護柵設置の指導 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

・被害軽減に効果的な捕獲ができる体制を整える。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

平成27年 

～29年度 
イノシシ 

・被害発生地域の住民へ鳥獣被害防止対策の啓発を行 

い、被害発見時には、市担当課等へ速やかに通報す

る体制の構築を目指す。 

・生産者等が自らわな免許を取得し、有害鳥獣捕獲が



 

 

実施できる体制作りを研究していく。 

・焼津市被害防止計画の達成に向けて、捕獲報奨金制

度による、捕獲者への支援を実施する（有害鳥獣捕

獲実務に対する経費に充ててもらうため）。 

・狩猟免許試験等の広報・情報提供により次世代の担

い手の確保を支援する。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

 静岡県第11次鳥獣保護管理事業計画に定められた有害鳥獣捕獲に関する事

項を遵守し、適正な捕獲を実施する。 

 過去5年間における捕獲実績（狩猟による捕獲は含まない）は平成24年度30

頭、平成25年度27頭、平成26年度57頭、平成27年度55頭、平成28年度80頭(10

月24日現在) と増加傾向にある。平成28年度における捕獲頭数は、前年度以前

と比較して３倍以上（10月時点で比較）となっており、生産者からの被害相談

件数も平成26年度15件、平成27年度15件、平成28年度28件(9月末現在)と増加

傾向にある。 

個体数は、捕獲数以上に増えていることも予想され、また、現行の捕獲数で

は、被害防止に至っていないことや石積水路等の農業基盤での被害が多く寄せ

られていることから、平成28年度以降の捕獲頭数は、更なる捕獲圧の向上を目

指して150頭と掲げ、継続して捕獲活動を実施していくものとする。 

 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

イノシシ ６４頭 １５０頭 １５０頭 

 

 捕獲等の取組内容 

○イノシシ 

 わなによる有害鳥獣捕獲 

 ・被害のある中山間地域を中心に実施する。 

 ・安全を最優先し実施する。 

・捕獲は通年においての実施を基本とする。ただし、夏期においては、草木

が繁茂した状況での捕獲や高温下における作業は事故の発生確率が高ま

ることからできる限り避けるものとする。 

 ・緊急的な捕獲が必要な場合、その都度有害鳥獣捕獲を実施する。 

 ・事故防止の観点から、銃器の使用は止めさしに限ることとする。 

 

 



 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

焼津市内 
イノシシについては、静岡県事務処理の特例に関する条例第２

条により県知事から市長へ有害鳥獣捕獲許可権限が委譲済み。 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

イノシシ 

・有害鳥獣の分布、被

害実態及び重点被

害防止地域を把握

し、必要な整備を検

討する。  

・市単独補助事業によ

り電気柵や防護フ

ェンス、ネット等の

取り組みを支援。 

・有害鳥獣の分布、被

害実態及び重点被

害防止地域を把握

し、必要な整備を検

討する。 

・市単独補助事業によ

り電気柵や防護フ

ェンス、ネット等の

取り組みを支援。 

・有害鳥獣の分布、被

害実態及び重点被

害防止地域を把握

し、必要な整備を検

討する。 

・市単独補助事業によ

り電気柵や防護フ

ェンス、ネット等の

取り組みを支援。 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

平成27年 

～29年度 
イノシシ 

・侵入防止の検討、研究。 

・電気柵等の効果的な設置方法の周知。 

・耕作放棄地の解消方法の検討。 

・放任果樹や食物残さの撤去等、生産者や住民に対し

鳥獣害防止に向けた技術情報の提供。 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

焼津市 全体の総括・有害鳥獣捕獲許可 

焼津警察署 有害鳥獣に関する情報提供・助言・指導 

静岡県志太榛原農林事務所 有害鳥獣に関する助言・指導 

地元狩猟者等 有害鳥獣捕獲の実施・助言・指導 

鳥獣保護管理員 鳥獣保護に関する助言・指導 

 

 



 

 

 

（２）緊急時の連絡体制 

住民等からの目撃情報 

↓ 

焼津市役所農政課 

↓ 

・庁内関係各課（学校教育関連等） 

・庁外①焼津警察署 

  ②静岡県志太榛原農林事務所 

  ③地元狩猟者等 

  ④鳥獣保護管理員 

 

６．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 焼津市鳥獣被害防止対策協議会 

 

構成機関の名称 役割 

焼津市 事務局及び協議会に関する全般的な管理・調整 

焼津市農業委員会 有害鳥獣関連情報の提供及び生産者への指導 

大井川農業協同組合 鳥獣被害防止に関する情報提供、助言、協力及び指導 

焼津市猟友会 有害鳥獣関連情報提供及び有害鳥獣捕獲の実施 

東益津地区自治会 被害状況等の情報提供と対策の協力  

静岡県鳥獣保護員 有害鳥獣関連情報提供及び助言 

その他 有識者としての助言 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

静岡県志太榛原 

農林事務所 
鳥獣被害防止に関する情報提供、助言、協力及び指導 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

計画達成に向けて、平成27年度中を目途に地域の実情に即した最善の体制に

て設置をする。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 ○近隣市町等との連携強化 

  ・「志太榛原地域鳥獣対策連絡会」への参加 



 

 

   

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した鳥獣は速やかな埋設処分を基本とするが、自己責任において自家食用

としての活用も可能とする。 

また、処分方法や資源としての活用を研究する。 

 

８．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

技術の習得や情報、情勢を把握するために、「志太榛原地域鳥獣害対策連絡会

」などの関係機関とともに情報交換を行う。具体的な対策の実施にあたって

は、鳥獣被害対策総合アドバイザーや鳥獣保護員、狩猟免許保持者など専門

的立場からの指導、助言を受け、適切な被害防止策を講じる。生産者や地域

住民一人ひとりが鳥獣害対策に取り組む体制づくりを研究していく。 

 


